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能代港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

豚なんこつ  
  

普通は軟骨と言えば鳥の軟骨ですが、能代では軟骨と言えば豚の軟骨です。豚の軟骨を切れないように細かく叩き切りし、

塩こしょうをふり焼いたもので、昔あるお店で通常捨てられていた豚の軟骨を提供したところ、評判となって日常的に食べ

るようになったと言われています。コリコリとした食感と肉の味わいがマッチした一品。 

  
 

 

所在地・開催地 能代市内店舗  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
能代観光協会ホームページ 
http://welcomenoshiro.com 

お問合せ【能代市観光振興課】 

電話番号:0185-89-2179 l メールアドレス:kankou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp 

 

檜山納豆  
  

秋田音頭に唄われる桧山納豆は、昔ながらの藁苞（わらづと）と熟成させた噛みごたえと粘りのある納豆です。江戸時代か

らの伝統の製法を大切に守り、懐かしい味を今に伝えています。世界自然遺産「白神山地」の豊かな土と水で育まれた地元

産「あきた白神大豆」を 100%使用。 

  
 

 

所在地・開催地 〒016-0151 秋田県能代市檜山字檜山町 19-1  

アクセス 個人:能代港から車で約 30 分(15km) 

季節 通年 

関連リンク 
元祖檜山納豆（株）ホームページ 
http://www.hiyama710.com 

お問合せ【能代市観光振興課】 

電話番号:0185-89-2179 l メールアドレス:kankou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp 

 

白神ねぎ  
  

世界遺産の白神山地の恵みをいっぱいに受けて育った白神ねぎは、太くて軟らかくボリュームたっぷり。煮る・焼くことで

深い甘みと口の中でとろけるような食感になります。 

特にお鍋の季節 10～12 月は旬となり、この時期のネギは甘さ抜群です。 

ＪＡあきた白神能代営農センターでお買い求めいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒016-0003 能代市荷八田字石森台 49-75 

 JA あきた白神能代営農センター 

アクセス 個人:能代港より車で約 20 分(12km) 

季節 通年 

関連リンク 

能代市 能代の特産物（ねぎ） 
https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/norin/tokusan/8022 
JA あきた白神 
http://akita-shirakami.jp/ 

お問合せ【JA あきた白神販売課】 

電話番号:0185-55-0778 

ホームページ:http://akita-shirakami.jp/ 

http://welcomenoshiro.com/
mailto:kankou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
http://www.hiyama710.com/
mailto:kankou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
https://www.city.noshiro.lg.jp/sangyo/norin/tokusan/8022
http://akita-shirakami.jp/
http://akita-shirakami.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@40.2122020,140.0266069,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.1705685,140.1143273,17z
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能代港周辺観光情報 
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畠町商店街  
  

畠町商店街は、能代市の中心部に位置する商店街です。能代の銘菓や地酒、お土産品などの商品を取り扱う約 70 店舗が商

店街を形成しています。 

 

  
 

 

所在地・開催地 〒016-0821 秋田県能代市畠町  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 15 分(4.5km) 

個人:バスで能代市内巡回バス能代駅前下車徒歩(港より 4.5km) 

季節 通年 

関連リンク 

畠町新拠点のブログ 
http://blog.livedoor.jp/hatamachishinkyoten-noshiro/ 
能代市畠町商店街振興組合 
http://hatamachi.net/ 

お問合せ【能代市役所 商工労働課】 

電話番号:0185-89-2186 l メールアドレス:syokou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp/ 

 

白神山地 世界自然遺産  
  

青森県南西部と秋田県北西部の県境にまたがる標高 200~1250mの山岳地帯｢白神山地｣｡世界自然遺産に登録された地域は､

この白神山地の中心部に位置する約 1万 7千 ha｡都市から遠く離れ､傾斜が急峻な地形のために､ほとんど手つかずのまま原

生的なブナ林が残されています｡ 

  
 

 

所在地・開催地 ※広域、複数県、複数市にまたがるため記載なし※  

アクセス 
ツアー:係留バースよりバス 2 時間登山 1 時間 30 分(港より 65km) 
個人:電車で二ツ井駅 車で 1 時間 30 分登山 1 時間 30 分(港より 65km) 

季節 6 月上旬~11 月上旬 

関連リンク 
白神山地世界遺産センター 
http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/ 

お問合せ【白神山地世界遺産センター 藤里館】 

電話番号:0185-79-3001 l メールアドレス:- 

ホームページ:http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/fujisatokan/ 

 

きみまち阪県立自然公園  
  

桜、紅葉が美しく、明治天皇が巡幸でこの地を訪れた際、皇后からの「大宮のうちにありてもあつき日をいかなる山か君は

こゆらむ」という恋文が天皇を待っていたというエピソードがあります。明治天皇は一帯の風景の美しさと合わせて感動さ

れ、この地を「溪后阪（きみまちざか）」と名づけられました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒018-3102 秋田県能代市二ツ井町小繋  

アクセス 個人:電車で二ツ井駅下車 車で 5 分(27ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20 台 

関連リンク 
二ツ井町観光協会ホームページ 
https://futatsui.com/ 

お問合せ【能代市観光振興課】 

電話番号:0185-89-2179 l メールアドレス:kankou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp 

 

http://blog.livedoor.jp/hatamachishinkyoten-noshiro/
http://hatamachi.net/
mailto:syokou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/
mailto:-
http://tohoku.env.go.jp/nature/shirakami/fujisatokan/
https://futatsui.com/
mailto:kankou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@40.2079643,140.0301366,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.308809,140.286147,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.2216158,140.2562706,17z
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能代エナジアムパーク  
  

能代火力発電所にある透明なドームが目印。発電所の排熱を利用した「熱帯植物園」や地球やエネルギーのことを学べる「エ

ネルギーの森」など、不思議な空間で遊んで学べるＰＲ館です。外にはクジラの噴水や遊具などおもしろい遊びがいっぱい

の｢冒険広場｣や、テニスコート、多目的グランドがあり、一日中楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒016-0807 秋田県能代市字大森山 1-6 

アクセス 港より車で約 15 分(4km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
能代エナジアムパーク 
https://www.tohoku-epco.co.jp/pr/akita/noshiro.html 

お問合せ【能代エナジアムパーク】 

電話番号:0185-52-2955 

ホームページ:http://www.tohoku-epco.co.jp/pr/noshiro/ 

 

能代七夕「天空の不夜城｣ 
   

江戸時代からの伝統を誇る、シャチを上部に乗せた城郭型の大型灯籠が、笛、太鼓のお囃子とともに市内を練り歩きます。

平成 25 年は 17.6ｍの灯籠を運行しましたが、平成 26 年からは、さらに大きい 24.1ｍのものも運行しています。 

  
 

 

所在地・開催地 国道 101 号線（能代市役所～昭南町間）  

アクセス 港より車で約 15 分(4km) 

季節 8 月 2 日～4 日 

関連リンク 
能代観光協会ホームページ 
http://welcomenoshiro.com 

お問合せ【能代市観光振興課】 

電話番号:0185-89-2179 l メールアドレス:kankou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp 

能代ねぶながし  
  

能代ねぶながしは、「役七夕」とも言い、毎年 8 月に城郭型灯籠がお囃や太鼓の音とともに市内を練り歩く行事です。市内

運行翌日には灯籠の「シャチ」を米代川に焼き流します。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より車で約 15 分(4km) 

季節 8 月 6 日～7 日 
観光バス 
駐車台数 

要相談 

関連リンク 
能代観光協会ホームページ 
http://welcomenoshiro.com 

お問合せ【能代市観光振興課】 

電話番号:0185-89-2179 l メールアドレス:kankou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp 

 

https://www.tohoku-epco.co.jp/pr/akita/noshiro.html
http://www.tohoku-epco.co.jp/pr/noshiro/
http://welcomenoshiro.com/
mailto:kankou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
http://welcomenoshiro.com/
mailto:kankou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@40.2123420,140.0252323,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.2365560,140.0276170,17z
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能代港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

港まつり 能代の花火  
  

日本を代表する県内企業が参加し、世界遺産「白神山地」を背景に、北東北では能代だけとなる三尺玉をはじめ、15，000

発の花火が打ち上げられます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒016-0801 秋田県能代市浜通町（能代港下浜埠頭）  

アクセス 港より車で約 10 分(3km) 

季節 7 月 
観光バス 
駐車台数 

要相談 

関連リンク 
港まつり能代の花火ホームページ 
http://www.noshirohanabi.com 

お問合せ【能代市観光振興課】 

電話番号:0185-89-2179 l メールアドレス:kankou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp 

 

旧料亭金勇  
  

能代市は明治中期、秋田杉の製材を中心とした木材加工の町として栄え、「東洋一の木都（もくと）」と称されました。 

七つの大屋根を持つ入母屋が特徴的な数奇屋造りのこの建物は、栄華を極めた材木界の迎賓館として、取引先の方々をおも

てなしするために昭和１２年に建てられました。天然秋田杉の良材を余すことなく使用した上品な造りが今も見るものを魅

了します。 

  
 

 

所在地・開催地 〒016-0825 秋田県能代市柳町 13-8  

アクセス 能代港から車で約 6 分(2.7km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 5 台 

関連リンク 
旧料亭金勇 
http://www.kaneyu.jp 

お問合せ【旧料亭金勇】 

電話番号:0185-55-3355 

ホームページ: http://www.kaneyu.jp 

 

 

東雲羊羹  
  

北前船に乗っていた京都の職人から製法を教わって作られたといわれている東雲（しののめ）羊羹は、滑らかな口あたりと

甘すぎずさっぱりとした後味が癖になる逸品です。伝統の味を守り続けて１８０余年、秋田の銘菓「東雲羊羹」をご賞味下

さい。 

  
 

 

所在地・開催地 〒016-0013 秋田県能代市向能代字 165  

アクセス 能代港から車で約 7 分(3.4km) 

季節 通年 

関連リンク 
熊谷長栄堂ホームページ 
https://www2.chuokai-akita.or.jp/okasi/choueido/index.htm 

お問合せ【能代市観光振興課】 

電話番号:0185-89-2179 l メールアドレス:kankou@city.noshiro.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.noshiro.lg.jp 

http://www.noshirohanabi.com/
mailto:kankou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
http://www.kaneyu.jp/
http://www.kaneyu.jp/
http://www.hiyama710.com/
mailto:kankou@city.noshiro.lg.jp
http://www.city.noshiro.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@40.2168888,140.0143237,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.1705685,140.1143273,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.1705685,140.1143273,17z


 

  - 5 -  

能代港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

じゅんさい摘み採り体験  
  

水深５０〜６０ｃｍほどの沼で、１畳くらいの広さの専用の小舟に乗り、棒で小舟の舵をとりながら摘み採りを行います。

大人から子どもまで安全に摘み採り体験を行うことができ、小舟の乗り方、じゅんさいの採り方を丁寧に教えますので、初

心者でも OK。お子様からお年寄りまで、誰でもカンタンに収穫を楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字高石野 123-2 

道の駅ことおか内  

アクセス 能代港から車で約 32 分(27km) 

季節 5 月上旬~8 月 

関連リンク 
三種町観光協会 
https://mitanekanko.com/enjoy/ 

お問合せ【観光情報センター】 

電話番号:0185-88-8020 メールアドレス: junsai@juno.ocn.ne.jp 

  

https://mitanekanko.com/enjoy/
http://www.google.co.jp/maps/@40.308809,140.286147,17z

